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岩手県 遠野市

【遠野産ホップ】一番搾りとれ
たてホップ生ビール2021350ml×
24

19,000円

一番搾りとれたてホップ生ビー
ル2021350ml×24本

【遠野産ホップ】一番搾りとれ
たてホップ生ビール2021350ml×
12

10,000円

一番搾りとれたてホップ生ビー
ル2021350ml×12本

【遠野産ホップ】一番搾りとれ
たてホップ生ビール2021500ml×
24

25,000円

一番搾りとれたてホップ生ビー
ル2021500ml×24本

【遠野産ホップ】一番搾りとれ
たてホップ生ビール2021500ml×
12

13,000円

一番搾りとれたてホップ生ビー
ル2021500ml×12本

名店！遠野食肉センターのジン
ギスカン肉セット

17,000円

・ラム肩ロース肉250ｇ×1Ｐ
・ラムランプ250ｇ×1Ｐ
・ラムタン100ｇ×1P
・ラムソーセージ30ｇ×3本
・手作りたれ210ｇ×1本

【牛！豚！羊！】遠野の焼肉詰
め合わせ

15,000円

ラム肩ロース200g
遠野亜麻豚200g
遠野牛モモA5ランク200g

ズモナビール＃いつかホップ畑
で会いましょうIPA6本セット【
遠野麦酒ZUMONA】

14,000円

#いつかホップ畑で会いましょ
うIPA330ml×6
※アルコール度数6％
※要冷蔵

ズモナビール＃いつかホップ畑
で会いましょうIPA12本セット【
遠野麦酒ZUMONA】

24,000円

#いつかホップ畑で会いましょ
うIPA330ml×12
※アルコール度数6％
※要冷蔵

ズモナビール＃いつかホップ畑
で会いましょうIPA20本セット【
遠野麦酒ZUMONA】

38,000円

#いつかホップ畑で会いましょ
うIPA330ml×20
※アルコール度数6％
※要冷蔵

とれたてホップ生ビール11缶と
限定エコカップ1個セット

10,000円

一番搾りとれたてホップ生ビー
ル2021350ml×11
リュースエコカップ×1

とれたてホップ生ビール22缶と
限定エコカップ2個セット

19,000円

一番搾りとれたてホップ生ビー
ル2021350ml×22
リュースエコカップ×2

とれたてホップ生ビール御贈答
用ギフト（K-IST3）

12,000円

一番搾りとれたてホップ生ビー
ル2021350ml×10缶500ml×2缶
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岩手県　遠野市

TONOHOPBOX『とれたてホップFAN
FUNBOX』

20,000円

・一番搾りとれたてホップ生ビ
ール2021350ml×10缶
・本格熟成ラム肉のジャーキー
30ｇ×1
・干しりんご50ｇ×1

遠野麦酒ZUMONAフレッシュホッ
プビール8本セットA

15,000円

FreshHopHarvest330ml×4
遠野の華330ml×4

遠野麦酒ZUMONAフレッシュホッ
プビール8本セットB

15,000円

・雪華HOPPYWEIZEN330ml×4
・フレッシュホップピルスナー
330ml×4

遠野麦酒ZUMONAフレッシュホッ
プビール飲み比べセット

23,000円

・FreshHopHarvest330ml×3
・遠野の華330ml×3
・遠野雪華HOPPYWEIZEN330ml×
3
・フレッシュホップピルスナー

ビールのおつまみ野菜・遠野パ
ドロン

5,000円

パドロン500ｇ（1袋）

【品評会出品】遠野産原木乾し
いたけ

5,000円

どんこ50ｇ×2箱

遠野ふるさと野菜便（定期年5回
）

30,000円

遠野の野菜ソムリエが厳選する
新鮮野菜の詰め合わせ
（収穫時期に合わせたおまかせ
野菜6～8品の詰め合わせ）

遠野のりんごギフトセット

12,000円

・りんごジュース（720ml）1本
・りんごジャム（200g）2個
・干しりんご（150g）1袋

蜜入りセンサー使用！甘くてシ
ャッキリ！サンふじ3㎏

12,000円

サンふじ3㎏

【即日発送】五つ星お米マイス
ターがお届けする「遠野産いわ
てっこ」10㎏（1㎏増量）

10,000円

【令和3年産】遠野産いわてっ
こ10㎏

【即日発送】五ッ星お米マイス
ターがお届けする「遠野産あき
たこまち」10kg

10,000円

遠野産あきたこまち10㎏

「遠野産あきたこまち」精選玄
米10㎏

10,000円

「遠野産あきたこまち」10㎏
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岩手県　遠野市

遠野市産訳あり露地栽培人参【6
kg】

5,000円

遠野市産露地栽培人参規格外品
6㎏

遠野市産訳あり露地栽培人参＆
ジュースセット【6kg+1ℓ】

10,000円

遠野市産露地栽培人参市場出荷
規格外品6㎏
遠野市産露地栽培人参ジュース
１ℓ×１本

遠野市産露地栽培人参で作った
ジュースセット【1ℓ×3本】

15,000円

遠野市産露地栽培人参ジュース
１ℓ×3本

あんべのやわらかジンしゃぶ（
仲子付き）

12,000円

ラムカタ肉150g×1
ラムモモ肉150g×1
六白黒豚カタロース肉150g×1
六白黒豚ロース肉150g×1
秘伝タレ180g×1

遠野ホップ豚熟成味噌漬（5枚入
）

15,000円

遠野ホップ豚使用味噌漬100g×
5枚入り

遠野ふるさと野菜便と亜麻豚の
セット

10,000円

シニア野菜ソムリエ厳選野菜
(収穫時期に合わせたおまかせ
野菜7品～10品の詰め合わせ）
遠野亜麻豚（350ｇ）

『岬のマヨイガ』コラボ明がら
す・ぶどう飴セット

10,000円

『岬のマヨイガ』コラボ特別オ
リジナルパッケージ
明がらす18個
ぶどう飴18個

山ぶどうジュースと蔓籠のセッ
ト

21,000円

山ぶどうジュース1リットル
山ぶどう蔓の籠（瓶入り）

遠野あまざけと燻製とうふのセ
ット

10,000円

遠野あまざけ300ml×2本
燻製とうふ2個

緑峰物語りんごジュース

5,000円

緑峰物語りんごジュース1L（10
00ｍl）

緑峰育ちのエゴマ油

10,000円

緑峰育ちのエゴマ油１００ｇ

緑峰育ちのエゴマ油とりんごジ
ュース

13,000円

緑峰育ちのエゴマ油100ｇ
緑峰物語りんごジュース1L（10
00ｍl）
※りんごジュースのラベル種類
はご選択出来ません。
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岩手県　遠野市

遠野が香るアロマスプレーSense
ofTono2種セット

19,000円

各30ml

遠野が香るアロマスプレーSense
ofTono【閃sen】

10,000円

30ml1本

遠野が香るアロマスプレーSense
ofTono【深shin】

10,000円

30ml1本

遠野カッパトート（厚手トート
バッグ）

10,000円

トートバッグ1枚

遠野テングトート（厚手トート
バッグ）

10,000円

トートバッグ1枚

夏のカッパＴシャツ

12,000円

カラー：ホワイトのみ
サイズ：S／M／L／XL（全４種
類）
※ご希望のサイズを申請時の「
メモ欄」に明記して下さい

布草履

5,000円

1足
※サイズ女性用24㎝くらい
男性用26㎝くらい
カラー赤・青・緑・黄系
を選ぶことが出来ます。柄は選

裂き織名刺入れ（カードケース
）

5,000円

二つ折り（横12㎝縦8㎝）×1
身と蓋どちらにもポケットがあ
ります。
赤・青・緑系を選ぶことが出来
ますが、柄は選ぶことが出来ま

大粒冷凍ブルーベリー（400ｇパ
ック2個入り）

10,000円

大粒冷凍ブルーベリー（400ｇ
パック2個入り）

大粒冷凍ブルーベリー（400ｇパ
ック3個入り）

15,000円

400ｇパック3個入り

遠野で育った無農薬栽培の大粒
冷凍ブルーベリーLサイズ・１㎏

15,000円

無農薬ブルーベリーLサイズ（1
6ｍｍ～20ｍｍ）1㎏

【サイズ不揃いのため限定】遠
野で育った無農薬栽培の大粒冷
凍ブルーベリー1㎏

15,000円

冷凍ブルーベリー1㎏（サイズ
不揃い）
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岩手県　遠野市

ズモナビール遠野の華3L樽／ビ
ールの縁側【遠野麦酒ZUMONA】

22,000円

遠野の華3リットル
※アルコール度数５％
※要冷蔵※ご利用には専用ポン
プが必要です。

ズモナビール遠野の華3L樽／ビ
ールの縁側＋専用ポンプセット
【遠野麦酒ZUMONA】

30,000円

遠野の華3リットル
※アルコール度数５％
※要冷蔵※ご利用には専用ポン
プが必要です。

ズモナビール遠野麦酒ZUMONA6本
セット

12,000円

ゴールデンピルスナー330ml×2
ヴァイツェン330ml×2
アルト330ml×2
※アルコール度数各種類５％
※要冷蔵

ズモナビールヴァイツェン6本セ
ット【遠野麦酒ZUMONA】

12,000円

ヴァイツェン330ml×6
※アルコール度数５％
※要冷蔵

ズモナビールゴールデンピルス
ナー6本セット【遠野麦酒ZUMONA
】

12,000円

ゴールデンピルスナー330ml×6
※アルコール度数５％
※要冷蔵

ズモナビールアルト6本セット【
遠野麦酒ZUMONA】

12,000円

アルト330ml×6
※アルコール度数５％
※要冷蔵

ズモナビールHAZYIPA6本セット
【遠野麦酒ZUMONA】

15,000円

C58239TONOBEERHAZYIPA330ml×
6
※アルコール度数５％
※要冷蔵

ズモナビールGOLDENALE6本セッ
ト【遠野麦酒ZUMONA】

15,000円

C58239TONOBEERGOLDENALE330ml
×6
※アルコール度数５％
※要冷蔵

ズモナビール遠野麦酒ZUMONA12
本セット

20,000円

ゴールデンピルスナー330ml×4
ヴァイツェン330ml×4
アルト330ml×4

キリン一番搾り生ビール350ｍｌ
缶（24缶入り）

19,000円

350ｍｌ缶24缶入り（1ケース）

キリン一番搾りとれたてホップ
他4種飲み比べセット

12,000円

一番搾り生ビール500ml×2本
一番搾り生ビール350ml×4本
一番搾りとれたてホップ生ビー
ル350ml×2本
一番搾りプレミアム350ml×2本

キリン一番搾りとれたてホップ
他4種飲み比べセット20缶セット

20,000円

一番搾り生ビール350ml×8本
一番搾りとれたてホップ生ビー
ル350ml×6本
一番搾りプレミアム350ml×3本
一番搾り黒生350ml×3本
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岩手県　遠野市

キリン一番搾りプレミアム350ml
×12缶（ご贈答用）

12,000円

一番搾りプレミアム350ml×12
本

キリン一番搾りプレミアム350ml
×20缶セット（ご贈答用）

20,000円

一番搾りプレミアム350ml×20
本

元祖「あんべ」の遠野ジンギス
カンセットＡ（2人前）

5,000円

豪州産ラムモモ肉300ｇ×1
秘伝のタレ180ｇ×1

元祖「あんべ」の遠野ジンギス
カンセットＢ（4人前）

10,000円

豪州産ラム肩ロース肉300ｇ×1
秘伝のタレ180ｇ×1あんべのジ
ンギスカン丼の具120ｇ×2

元祖「あんべ」の遠野ジンギス
カン＆穴あきバケツセット（2人
前）

30,000円

豪州産ラムカタロース肉300g×
1パック
秘伝のタレ180ｇ×1個
南部鉄器製ジンギスカン鍋1個
ジンギスカンバケツ1個

【遠野ふるさと野菜便】とジン
ギスカンのセット

15,000円

シニア野菜ソムリエ厳選野菜
(収穫時期に合わせたおまかせ
野菜7品～10品の詰め合わせ）
ジンギスカン（600ｇ）

遠野物語発行111周年記念！河童
セット

15,000円

遠野物語口語訳版1冊
カッパトート（厚手のトートバ
ッグ)1個
河太郎（お菓子)1箱

【令和3年度産】無肥料、無農薬
の「遠野４号」玄米1.5kg（勘六
縁のお米）

10,000円

玄米1.5㎏

【令和3年度産】無肥料、無農薬
の「遠野４号」白米1.5kg（勘六
縁のお米）

10,000円

白米１.５㎏

岩手県遠野産【遠野牛】上スラ
イス肉（すき焼き用）

15,000円

遠野牛上スライス500ｇ×1

岩手県遠野産【遠野牛】スライ
ス肉（すき焼き用）

10,000円

遠野牛スライス300ｇ×1

岩手県遠野産【遠野牛】上カル
ビ（焼肉用）

15,000円

遠野牛上カルビ500ｇ×1
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岩手県　遠野市

岩手県遠野産【遠野牛】ステー
キ＆門崎丑ハンバーグセット

20,000円

遠野牛ステーキ1枚約150ｇ×2
枚
ハンバーグ5個

岩手県遠野産【遠野牛】ロース
ステーキ＆門崎丑ハンバーグセ
ット

30,000円

遠野牛ステーキ1枚約250ｇ×3
枚
ハンバーグ5個

【黒毛和牛】いわて遠野牛ロー
スステーキ

30,000円

ロースステーキ 約250×2枚

プラスα遠野ふるさと野菜便（
定期年6回）

40,000円

遠野の野菜ソムリエが厳選する
新鮮野菜の詰め合わせ
(収穫時期に合わせたおまかせ
野菜6～8品の詰め合わせ）

遠野ふるさと野菜便

5,000円

野菜ソムリエが厳選する新鮮野
菜の詰め合わせ
（収穫時期に合わせたおまかせ
野菜6～8品の詰め合わせ）

【限定10セット】無農薬有機栽
培ニンニク【養蜂箱の再利用ﾌﾟﾗ
ﾝﾀｰ】

5,000円

無農薬有機栽培ニンニク250ｇ
（8束～12束）

遠野どぶろくセット

20,000円

遠野どぶろく河童の舞甘口720m
l×1
遠野どぶろく辛口720ｍｌ×1
遠野どぶろく甘口720ｍｌ×1

【宮守】遠野どぶろく”氷結生
”

18,000円

720mlビンを2本セット

ホップ天然酵母パンと人気パン
セット（冷凍品）

5,000円

ハニーブレット×1グラハムブ
レット×1豆乳ブレット×1クル
ミパン×1チーズクルミパン×1
（季節によって異なります）

ホップ天然酵母パンと人気パン
ウエイブ盛り（冷凍品）

10,000円

ハニーブレット×1
グラハムブレット×1
豆乳ブレット×1
クルミパン×1
フランスパン×４

早池峰タルト（ラズベリージャ
ム入り）

5,000円

1箱（8個入り）

日本酒とどぶろく&わさび漬けセ
ット

20,000円

・上閉伊酒造遠野小町純米吟醸
720ml
・遠野どぶろく河童の舞甘口72
0ml
・達増部わさび漬け80g
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岩手県　遠野市

遠野クラフトビールとジンギス
カン肉セット

20,000円

・遠野麦酒ZUMONAヴァイツェン
330ml×2本
・遠野麦酒ZUMONAゴールデンピ
ルスナー330ml×2本
・遠野麦酒ZUMONAアルト330ml

蜂蜜2本セット

15,000円

アカシア蜜600ｇ、トチ蜜600ｇ

キリン一番搾り生ビール500ｍｌ
缶（24缶入り）

25,000円

500ｍｌ缶24缶入り（1ケース）

遠野醸造ドリンクチケット（5枚
つづり）

15,000円

自家製クラフトビールを含む70
0円（税込）までのドリンクに
使用できるチケットです。
5枚つづりとなっています。

廃棄書類活用リサイクルトイレ
ットペーパー（12ロール×8パッ
ク）

10,000円

再生紙１００％スウィート１２
Ｒダブル
ロール：107ｍｍ×30ｍ（２枚
重ね）
サイズ：幅200×奥行200×高さ

スピーカー＆アンプ内蔵型マイ
クマイカープロ（カリンちゃん
仕様）

133,000円

スピーカー＆アンプ内蔵型マイ
ク
最大出力：10W
周波数の特製：200Hz～15KHz±
2db

ウッドスマホスピーカー＆ミツ
ロウワックスセット

15,000円

ウッドスピーカー×１個
遠野市産ミツロウワックス(100
ml)×１個

元祖「あんべ」の遠野ジンギス
カンセットＣ（６人前）

15,000円

豪州産ラム肩ロース肉300ｇ×1
豪州産ラムモモ肉300ｇ×1
秘伝のタレ180ｇ×2
あんべのジンギスカン丼の具12
0ｇ×2

元祖「あんべ」の遠野ジンギス
カンセットＤ（８人前）

20,000円

豪州産ラム肩ロース肉500ｇ×1
豪州産ラムモモ肉500ｇ×1
秘伝のタレ180ｇ×2
あんべのジンギスカン丼の具12
0ｇ×2

元祖「あんべ」の遠野ジンギス
カンセットＥ

30,000円

豪州産ラム肩ロース肉300ｇ×1
秘伝のタレ180ｇ×1
南部鉄器製ジンギスカン鍋×1
ニュージーランド産ラム骨付ロ
ース肉２９０ｇ（Ｓサイズ６本

元祖「あんべ」のジンギスカン
＆ピザバラエティーセットＡ

15,000円

豪州産ラム肩ロース肉300ｇ×1
秘伝のタレ180ｇ×1
あんべのジンギスカン丼の具12
0ｇ（2食入）×1
ジンギスカンピザ×1

元祖「あんべ」のペコリーノピ
ザ3枚セット

10,000円

ピッツァマルゲリータ・ペコリ
ーノ×1
クアトロフォルマッジ・ペコリ
ーノ×1
ジンギスカンピッツァ×1
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元祖「あんべ」のペコリーノピ
ザ6枚セット

20,000円

ピッツァマルゲリータ・ペコリ
ーノ×2
クアトロフォルマッジ・ペコリ
ーノ×2
ジンギスカンピッツァ×2

あんべのうま辛おかず味噌（2個
セット）

5,000円

あんべのうま辛おかず味噌×2
個

あんべのうま辛おかず味噌（4個
セット）

10,000円

あんべのうま辛おかず味噌×4
個

あんべのうま辛おかず味噌（6個
セット）

15,000円

あんべのうま辛おかず味噌×6
個

あんべのうま辛おかず味噌（8個
セット）

20,000円

あんべのうま辛おかず味噌×8
個

【贈答用】ブルーベリーギフト2
種詰め合わせ

15,000円

濃縮ジャムタイプ「そのままブ
ルーベリー」100g入り3個
そのままブルーベリードライ20
g入り3個
（化粧箱入り）

濃縮ジャムタイプ「そのままブ
ルーベリー」

10,000円

ブルーベリージャム100ｇ×3本

【農薬不使用】遠野のブルーベ
リーから作ったスプレッドとセ
ミドライセット

10,000円

スプレッド140ｇセミドライ20
ｇ×2

【農薬不使用】遠野のブルーベ
リーから作ったスプレッドと原
液セット

10,000円

スプレッド140ｇ原液180ml

ブルーベリーパウダー5個セット

10,000円

30g×5袋

蜂蜜２本ブルーベリージャム２
本セット

15,000円

アカシア蜜300ｇ、トチ蜜300ｇ
、ブルーベリージャム180ｇ×2
個

蜂蜜2本（百花蜜）ジャム2個セ
ット

15,000円

トチ蜜300ｇ百花蜜300ｇブルー
ベリージャム180ｇ×2
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蜂蜜2本セット（百花蜜）

15,000円

トチ蜜600ｇ百花蜜600ｇ

蜂蜜3本セット（百花蜜）

15,000円

トチ蜜300ｇ百花蜜300ｇパッカ
ー入り300ｇ

蜂蜜3本セット

15,000円

アカシア蜜300ｇ、トチ蜜300ｇ
、トチ蜜パッカー付300ｇ

【遠野産純粋ハチミツ】アカシ
ア蜂蜜40ｇ5本セット

15,000円

アカシア蜜40ｇ5本

【遠野産純粋ハチミツ】アカシ
ア蜂蜜180ｇ3本セット

15,000円

アカシア蜜180ｇ3本

【遠野産純粋ハチミツ】アカシ
ア蜂蜜250ｇ3本セット

20,000円

アカシア蜜250ｇ3本

旬素材ジュースセット（8本入り
）

15,000円

赤トマト×1
黄トマト×1
ニンジン×1
山ぶどう×1
ブルーベリー×1

旬素材ジュースセット（大瓶）

35,000円

トマト、ニンジン、山ぶどう（
各900ml×2本）6本

食べ比べ真空パックセット

5,000円

銀河のしずく×3
ひとめぼれ×1
あきたこまち×1
(各３００ｇ（2合）×5)

厳選遠野産食べ比べ真空パック
（乾式無洗米）300g×10袋

10,000円

銀河のしずく300gx2ｹ
遠野産ひとめぼれ300gx2ｹ
遠野産あきたこまち300gx2ｹ
遠野産いわてっこ300gx2ｹ
お米マイスター300gx2ｹ

遠野産あきたこまち精選玄米300
ｇ（2合）15ケ真空パックセット

10,000円

遠野産あきたこまち玄米300ｇ
（2合）15ケ

遠野産あきたこまち300ｇ（2合
）15ケ真空パックセット

10,000円

遠野産あきたこまち300ｇ（2合
）×15
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黄金と白金2種の金銀ブランド米
セット2㎏×3

10,000円

金色の風2㎏×1
銀河のしずく2㎏×2

五ッ星お米マイスターが農家か
ら直接仕入れた「遠野産ひとめ
ぼれ」7㎏

10,000円

「遠野産ひとめぼれ」５ｋｇ×
1
「遠野産ひとめぼれ」２ｋｇ×
1

岩手県遠野市産「銀河のしずく
」精米7kg

10,000円

遠野産「銀河のしずく」
・5㎏×1袋
・2㎏×1袋

遠野産ひめのもち精米300ｇ（2
合）15ケ真空パックセット

10,000円

遠野産ひめのもち300ｇ（2合）
15ケ

遠野ふるさと村産もち米とわら
細工（亀）セット

10,000円

もち米3.0㎏
亀のわら細工1個

五ツ星お米マイスターがお届け
する「遠野産食味値測定米セッ
ト」8㎏

15,000円

遠野産食味測定米（遠野産ひと
めぼれ2㎏×2袋遠野産あきたこ
まち2㎏×2袋）
遠野の便り（発芽玄米）500ｇ1
袋付き

銀河とひとめ食べ比べセット

15,000円

銀河のしずく×1
ひとめぼれ×1
（各5㎏）

真空パック鮮度の米あきたこま
ち５㎏×２ヶセット

15,000円

あきたこまち５㎏×２ヶセット

真空パック鮮度の米あきたこま
ち・ひとめぼれセット

15,000円

遠野産あきたこまち5㎏×1
遠野産ひとめぼれ5㎏×1

ウッドスマホスピーカー【遠野
産ミツロウワックス仕上げ】

10,000円

ウッドスマホスピーカー×１個

【猟師謹製】伝統製法の【くま
脂50ml】

10,000円

くま脂50ｇ×1

【低温でじっくり】こだわり製
法の【くま脂50ml】

5,000円

ツキノワグマ脂100％内容量50
ｇ
取扱説明付
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【遠野市産】未晒し生ミツロウ
チップ【50ｇ】

5,000円

遠野市産ミツロウ50ｇ

遠野市産ミツロウワックス【遠
野市産菜種油+遠野市産蜜蝋】

5,000円

遠野市産ミツロウワックス100m
l

遠野市産ミツロウのミツロウラ
ップキット【エコラップ】

10,000円

ミツロウ15ｇ×2
松脂（ロジン）8ｇ×1
ココナツオイル4ｇ×1
クッキングシート
綿布36㎝×26㎝2枚

薪（遠野の楢の木）

10,000円

なら20㎏

スウェーデントーチ

12,000円

サイズ：縦約30㎝～約40㎝
直系約30㎝
重さ約10kg弱

【どぶろく特区】遠野どぶろく
辛口・甘口6本セット

12,000円

遠野どぶろく辛口（180ml）×3
本（アルコール度数15度）、遠
野どぶろく甘口（180ml）×3本
（アルコール度数12度）

【どぶろく特区】遠野どぶろく
辛口・甘口12本セット

22,000円

遠野どぶろく辛口（180ml）×6
本（アルコール度数15度）
遠野どぶろく甘口（180ml）×6
本（アルコール度数12度）

遠野どぶろく河童の舞（甘口）2
本セット

15,000円

遠野どぶろく河童の舞720ml×
２本アルコール度数９度未満

遠野の地酒味くらべセット

15,000円

遠野夢街道（吟醸酒）300ｍｌ
×1
本醸造生貯蔵酒300ｍｌ×1
遠野夢街道（特別純米酒）300
ｍｌ×1

清酒遠野夢街道吟醸酒2本セット

15,000円

清酒遠野夢街道吟醸酒720ml×2
本（アルコー度数15％以上16％
未満）

遠野山ぶどうワインと遠野どぶ
ろく

15,000円

遠野山ぶどうワイン720ｍｌ×1
本（アルコール度数11.5％）
遠野どぶろく河童の舞（アルコ
ール度数9度）

【2019遠野ワイン】ピノ・ノワ
ールロゼ

10,000円

遠野市産ぶどう（品種：ピノ・
ノワール）
１００％のロゼワイン２０１９
年収穫・醸造
内容量：７５０ml
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【2019遠野ワイン】シャルドネ

10,000円

遠野市産ぶどう（シャルドネ）
100％の白ワイン750ｍl
アルコール度数11％

【2019遠野ワイン】シャルドネ
・デニムトートバッグセット

15,000円

遠野市産ぶどう（シャルドネ）
100％の白ワイン750ｍl
アルコール度数11％
トートバッグ（デニム100％ワ
イン用）

【2019遠野ワイン】白・ロゼ2本
セット

20,000円

白ワイン：遠野市産ぶどう（品
種：シャルドネ）
１００％の白ワイン２０１９年
収穫・醸造
内容量：７５０mlアルコール度

【2019遠野ワイン】シャルドネ
・シードルセット

20,000円

遠野市産ぶどう（シャルドネ）
100％の白ワイン
750ｍlアルコール度数11％
遠野市産りんご（ふじ）100％
のシードル

遠野林檎シードルのみくらべセ
ット

15,000円

遠野林檎シードル2015（辛口）
750ml×1
遠野林檎シードル2016（辛口）
750ml×1

スパークリングワイン遠

15,000円

スパークリングワイン遠750㎖(
アルコール分10.5％)1本

遠野山ぶどうワイン

16,000円

遠野山ぶどうワイン720ｍｌ×2
本（アルコール度数11.5％）

遠野ワインセット

25,000円

・遠野山ぶどうワイン720㎖（
アルコール分11.5％）1本
・スパークリングワイン遠750
㎖(アルコール分10.5％)1本

【生産者直送】宮守特産わさび
のたっそべ漬け（粕漬）3個セッ
ト

5,000円

たっそべ漬け（わさび粕漬）80
ｇ×3個

激辛青なんばん一本漬

5,000円

青なんばん一本漬（5本入り1箱
）×3箱

遠野牛味付けホルモンセット

5,000円

塩ホルモン1袋250ｇ×1
味噌ホルモン1袋250ｇ×1

おいしくご飯も炊ける！旨味調
味料「お米飯（およねはん）」

5,000円

お米飯500ｍｌ×1
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ホップシロップ～ハーブコーデ
ィアル～【640g×1本】

10,000円

ホップシロップ【640g×1本】

ホップシロップ～ハーブコーデ
ィアル～【640g×2本】

15,000円

ホップシロップ【640g×2本】

ホップシロップ～ハーブコーデ
ィアル～【640g×4本】

30,000円

ホップシロップ【640g×4本】

遠野そば（乾麺）

15,000円

遠野そば（200ｇ）×６袋
つゆ12袋

遠野暮坪かぶそば・ひっつみ

15,000円

・遠野そば（生）500g1袋
・特選つゆ400ml1本
・暮坪かぶ1本
・ひっつみ160ｇ（スープ付）2
袋

遠野どぶろくと暮坪かぶ・そば
セット

20,000円

・河童の舞720ml1本（アルコー
ル分9度・甘口）
・遠野そば（生）500g1袋
・暮坪かぶ1本
・特選つゆ400ml1本

遠野暮坪かぶ・わさびそば

15,000円

・遠野そば（生）500g2袋
・暮坪かぶ1本
・根わさび約70g1本
・特選つゆ400ml1本

遠野どぶろくとわさび・そばセ
ット

20,000円

・河童の舞720ml1本（アルコー
ル分9度・甘口）
・遠野そば（生）500g1袋
・根わさび約50g1本
・特選つゆ400ml1本

【生産者直送】宮守特産わさび

10,000円

遠野宮守産わさび3本～4本（重
さ計200ｇ前後）

【生産者直送】宮守特産わさび
〈わさび用おろし金付き〉

15,000円

遠野宮守産わさび3本～4本（重
さ計200ｇ前後）
わさび用おろし金さめ吉（小）
×1個

【生産者直送】宮守特産わさび
とたっそべ漬け（粕漬）のセッ
ト〈わさび用おろし金付き〉

20,000円

遠野宮守産わさび3本～4本（重
さ計200ｇ前後）
たっそべ漬け（わさび粕漬）80
ｇ×3個
わさび用おろし金さめ吉（小）

遠野コロッケわさび味

10,000円

遠野コロッケわさび味（4個入
）×2パック
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無添加りんごジュース(丸ごと果
汁)

10,000円

ジョナゴールド
さんふじ
サンつがる
（各1ℓ3本詰）

桑茶アイス・ホップアイスプラ
ス生産者オススメ旬のアイス詰
め合わせ

10,000円

桑茶アイス1個
ホップアイス1個
旬のアイス4個
各130ml

「遠野産かぼちゃ」のジェラー
ト

10,000円

遠野産「２種類のかぼちゃ」の
ジェラート130ml×3個×2種

「いいたて雪っ娘かぼちゃ」の
ジェラート

15,000円

遠野産「いいたて雪っ娘かぼち
ゃ」のジェラート130ml×6個

竹林堂銘菓詰め合わせ

10,000円

トオノピア8個
蔵の道7個
三山ゆべし8個

竹林堂銘菓詰め合わせNO2

5,000円

トオノピア夢の詩3個
蔵の道3個
遠野三山ゆべし4個

遠野のこびる「かねなりセット
」

15,000円

・かねなり15枚
・たれ
・ハケ

遠野のこびる「けいらん」

15,000円

けいらん3個入り10袋

秘伝豆の味噌（500g）黒豆の味
噌（500g）各2個セット

10,000円

秘伝豆の味噌500g×2
黒豆の味噌500g×2

大徳屋麹店の味噌3種詰め合わせ

10,000円

粒みそ
赤みそ
もち豆みそ
（各700ｇ）

大徳屋麹店の粒味噌３㎏木樽詰
め

10,000円

粒味噌３㎏入り

遠野納豆「豆・豆・豆」食べ比
べ１０個セット

10,000円

秘伝豆納豆（40ｇ×2P）×5パ
ック
黒大豆納豆（40ｇ×2P）×5パ
ック
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大徳屋麹店の赤味噌３㎏木樽詰
め

15,000円

赤味噌３㎏入り

秘伝ずんだセット

10,000円

岩手遠野産の秘伝豆を使用した
ずんだ餡250ｇ×4個

遠野産冷凍むき枝豆（400ｇ）2
袋セット

10,000円

遠野産冷凍むき枝豆（400ｇ×2
袋）

菊芋チップス5個セット

10,000円

30g×5袋

菊芋パウダー5個セット

12,000円

30g×5袋

みんわセット・わけっこ

10,000円

明がらす10個
ぶどう飴10個
かっぱのおさら6個
ミニ紙袋2枚
ミニミニ紙袋2枚

トオノピア夢の詩

5,000円

トオノピア夢の詩１０個入り

これからの百年物語

15,000円

明がらす9個
ぶどう飴9個
かっぱのおさら3個
ひゃくねんばうむ1個
ひねりっこ1個

【農薬不使用】遠野のブルーベ
リーから絞った果汁2本セット

15,000円

果汁70％500ｍｌ×2

【農薬不使用】遠野のブルーベ
リーから絞った果汁と原液セッ
ト

20,000円

果汁70％500ｍｌ×1原液500ｍ
ｌ×1

ホップシロップ～ハーブコーデ
ィアル～【640g×6本】

50,000円

ホップシロップ【640g×6本】

【農薬不使用】遠野のブルーベ
リーから絞った原液2本セット

25,000円

原液500ｍｌ×2
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岩手県　遠野市

リンゴジュース＆切干大根セッ
ト

15,000円

花切り大根（50ｇ）
切り干し大根（50ｇ）
太切り大根（50ｇ）
リンゴジュース（195ｇ）×5本

伝承園の桑茶

15,000円

桑茶パウダー６０ｇ×３袋

黒豆茶2袋セット（合計５g×60
包）

10,000円

黒豆茶（5ｇ×30袋）×2セット

水木しげるの『遠野物語』

5,000円

原作柳田國男著者水木しげる
「水木しげるの遠野物語」1冊

『遠野物語』

5,000円

著者柳田國男「遠野物語」1冊

遠野学叢書

10,000円

遠野学叢書第8巻「遠野案内」1
90g、A5版
遠野学叢書第１2巻「遠野の河
童」160g、A5版
遠野学叢書第4巻「遠野風土草

『遠野物語』2冊セット

10,000円

著者柳田國男「遠野物語」1冊
著者水木しげる「水木しげるの
遠野物語」1冊

「かたづの！」

10,000円

かたづの！1冊

遠野しし踊りセット

5,000円

トートバッグ（Ｓ）
クリアファイル

河童でおもてなしセット

10,000円

かっぱ帆布フリーケース（ピン
ク）
赤かっぱの耳かき
河童の箸置き（2個）
カッパ捕獲許可証

ざしきわらしと河童のセット

10,000円

ざしきわらしのぬいぐるみ
カッパ捕獲許可証
カッパのエサ入れ

遠野セット

10,000円

ざしきわらしのぬいぐるみ
遠野メモ帳
遠野キャラクター手ぬぐい
ひっつみん缶バッチ
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岩手県　遠野市

遠野ふるさと観光ガイド

10,000円

遠野ふるさと観光ガイド3時間
利用チケット（5名様まで）

遠野の森の木の絵本

15,000円

もくもく絵本1セット

遠野産ホップ焼酎「毬子（まり
こ）」2本セット

15,000円

「毬子25度720ｍｌ」×2本

おいしくご飯も炊ける！旨味調
味料「お米飯（およねはん）」3
本セット

15,000円

お米飯（500ml）×3本

ズモナビールヴァイツェン12本
セット【遠野麦酒ZUMONA】

20,000円

ヴァイツェン330ml×12
※アルコール度数５％
※要冷蔵

ズモナビールゴールデンピルス
ナー12本セット【遠野麦酒ZUMON
A】

20,000円

ゴールデンピルスナー330ml×1
2
※アルコール度数５％
※要冷蔵

ズモナビールアルト12本セット
【遠野麦酒ZUMONA】

20,000円

アルト330ml×12
※アルコール度数５％
※要冷蔵

ズモナビールヴァイツェン20本
セット【遠野麦酒ZUMONA】

33,000円

ヴァイツェン330ml×20
※アルコール度数５％
※要冷蔵

ズモナビールゴールデンピルス
ナー20本セット【遠野麦酒ZUMON
A】

33,000円

ゴールデンピルスナー330ml×2
0
※アルコール度数５％
※要冷蔵

ズモナビールアルト20本セット
【遠野麦酒ZUMONA】

33,000円

アルト330ml×20
※アルコール度数５％
※要冷蔵

ズモナビールHAZYIPA12本セット
【遠野麦酒ZUMONA】

26,000円

C58239TONOBEERHAZYIPA330ml×
12
※アルコール度数５％
※要冷蔵

ズモナビールHAZYIPA20本セット
【遠野麦酒ZUMONA】

42,000円

C58239TONOBEERHAZYIPA330ml×
20
※アルコール度数５％
※要冷蔵
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岩手県　遠野市

ズモナビールGOLDENALE12本セッ
ト【遠野麦酒ZUMONA】

22,000円

C58239TONOBEERGOLDENALE330ml
×12
※アルコール度数５％
※要冷蔵

ズモナビールGOLDENALE20本セッ
ト【遠野麦酒ZUMONA】

35,000円

C58239TONOBEERGOLDENALE330ml
×20
※アルコール度数５％
※要冷蔵

遠野麦酒ZUMONAグルメセット（6
本）

20,000円

「ゴールデンピルスナー」300m
l×2
「ヴァイツェン」300ml×2
「アルト」300ml×2
・プレーンソーセージ4本入り1

遠野麦酒ZUMONAグルメセット（1
2本）

38,000円

「ゴールデンピルスナー」300m
l×2本
「ヴァイツェン」300ml×2本
「アルト」300ml×2本
「TONOBEERC58GOLDENALE」300m

厳選無洗米使い切り真空パック
銀河のしずく×10ケ・あきたこ
まち×10ケ

20,000円

銀河のしずく×10ケ
あきたこまち×10ケ

五ッ星お米マイスターが農家か
ら直接仕入れた「遠野産いわて
っこ」15㎏

20,000円

「遠野産いわてっこ」5㎏x３

五ッ星お米マイスターが農家か
ら直接仕入れた「遠野産あきた
こまち」15㎏

20,000円

「遠野産あきたこまち５ｋｇ」
x３

五ッ星お米マイスターが農家か
ら直接仕入れた「遠野産ひとめ
ぼれ」15㎏

20,000円

「遠野産ひとめぼれ」５ｋｇx
３

遠野の便り（発芽玄米）500ｇ×
10袋セット

20,000円

遠野の便り（発芽玄米）500ｇ
×10袋セット

とおの河童じんぎすかん鍋

20,000円

ジンギスカン鍋（4㎏）
※(写真のバケツは使用例にな
りますので、バケツは含まれま
せん。）

【300ml】こだわりのくま脂大瓶
【未濾過】

25,000円

こだわりのくま脂300ml×１
小分け瓶50ml×１

遠野あまざけ＆山ぶどうジュー
スセット

25,000円

遠野甘酒（180ml）×12本山ぶ
どう（180ｍｌ）×12本
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岩手県　遠野市

元祖「あんべ」のペコリーノピ
ザ9枚セット

30,000円

ピッツァマルゲリータ・ペコリ
ーノ×3
クアトロフォルマッジ・ペコリ
ーノ×3
ジンギスカンピッツァ×3

元祖「あんべ」のペコリーノピ
ザ12枚セット

40,000円

ピッツァマルゲリータ・ペコリ
ーノ×4
クアトロフォルマッジ・ペコリ
ーノ×4
ジンギスカンピッツァ×4

あんべのうま辛おかず味噌（12
個セット）

30,000円

あんべのうま辛おかず味噌×12
個

【黒毛和牛】いわて遠野牛ロー
スすき焼きしゃぶしゃぶ500ｇ

30,000円

いわて遠野牛ロースすき焼きし
ゃぶしゃぶ500ｇ

【黒毛和牛】いわて遠野牛ロー
スステーキ・すき焼きしゃぶし
ゃぶセット

60,000円

ロースステーキ約250ｇ×2枚
ロースしゃぶしゃぶ用500ｇ

遠野どぶろく家呑みセット

20,000円

片口、ぐい呑み2個セット

遠野どぶろく河童の舞（甘口）5
本セット

30,000円

遠野どぶろく河童の舞720ml×5
本
アルコール度数9度未満

遠野どぶろく河童の舞（甘口）
小瓶12本セット

40,000円

遠野どぶろく河童の舞300ml×1
2本アルコール度数9度未満

清酒国華の薫大吟醸「雫酒」・
「遠野河童の盗み酒」セット

30,000円

大吟醸雫酒720ml（アルコール
度数17％以上18％未満）
遠野河童の盗み酒720ml（アル
コール度数17％以上18％未満）

遠野のお酒詰め合わせ

30,000円

清酒国華大吟醸「河童の盗み酒
」720ｍｌ×1本
遠野山ぶどうワイン720ｍｌ×1
本
遠野産ホップ焼酎「毬子」720

飲むりんごゼリー

30,000円

無添加果汁飲むりんごゼリー（
190ｇ×24袋）

おいしくご飯も炊ける！旨味調
味料「お米飯（およねはん）」6
本セット

30,000円

お米飯（500ml）×6本
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岩手県　遠野市

空き家管理サービス

15,000円

家の状況、郵便物の状況、庭木
や雑草の状態の確認。写真と報
告書をお送りします。

ご先祖様を見守り隊

30,000円

墓地清掃、写真送付

【2019遠野ワイン】白・ロゼ6本
セット

60,000円

遠野市産ぶどう（品種：シャル
ドネ、ピノ・ノワール）
１００％の白ワインとロゼワイ
ン
２０１９年収穫・醸造

【2019遠野ワイン】シードル6本
セット

60,000円

ワイン：遠野市産ぶどう（品種
：シャルドネ）１００％の白ワ
イン２本
２０１９年収穫・醸造
内容量：７５０mlアルコール度

ホップシロップ～ハーブコーデ
ィアル～【640g×12本】

90,000円

ホップシロップ【640g×12本】

【定期便12回】キリン一番搾り
とれたてホップ&通常生ビール定
期便

228,000円

一番搾りとれたてホップ生ビー
ル2021350ml×24缶毎月1ケース
(1~6月)
一番搾り生ビール2021350ml×2
4缶毎月1ケース(7~12月)

【遠野産ホップ】一番搾りとれ
たてホップ生ビール2021350ml×
24×55ケース

1,000,000円

一番搾りとれたてホップ生ビー
ル2021350ml×24本×55箱

【定期便3回】とれたてホップ生
ビールと遠野産新米セット

57,000円

一番搾りとれたてホップ生ビー
ル2021350ml×24缶
遠野産新米150ｇ×2個
（※毎月1回合計3回）

【定期便6回】とれたてホップ生
ビールと遠野産新米セット

114,000円

一番搾りとれたてホップ生ビー
ル2021350ml×24缶
遠野産新米150ｇ×2個
（※毎月1回合計6回）

遠野南部ばやし遠野産あきたこ
まち5㎏定期便（６回）

40,000円

遠野産あきたこまち5㎏（6回発
送）
（遠野南部ばやしパッケージ）

五ツ星お米マイスター厳選遠野
産ひとめぼれ5㎏定期便（６回）

40,000円

遠野産ひとめぼれ5㎏（6回発送
）

遠野南部ばやし遠野産あきたこ
まち5㎏定期便（12回）

80,000円

遠野産あきたこまち5㎏（12回
発送）
（遠野南部ばやしパッケージ）
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岩手県　遠野市

五ッ星お米マイスター厳選遠野
産ひとめぼれ5㎏定期便（１２回
）

80,000円

遠野産ひとめぼれ５㎏×1（12
回）

毎日焚火のできるアウトドア民
泊Lien遠野

50,000円

Lien遠野宿泊券1名分（1泊2食
）
サイクリングorカヤック体験又
はピザ窯体験付き

ちょこっと農家をしてみよう！
（１泊２日ver）

40,000円

1泊2日農家民泊+農産物のお土
産

どっぷり農家してみよう！

80,000円

2泊3日農家民泊+農産物のお土
産

行こう！コテージ。遠野の自然
を満喫（2名）

40,000円

宿泊2名Ｃ棟1泊

行こう！コテージ。遠野の自然
を満喫（4名）

50,000円

宿泊4名Ｃ棟1泊

行こう！コテージ。遠野の自然
を満喫（6名）

60,000円

宿泊6名Ｃ棟1泊

プラン①おひとり旅・出張にも
便利な宿泊プラン1泊朝食付

40,000円

1名、1泊朝食付昔話付

プラン②ご夫婦や友人で2名様向
けの宿泊プラン1泊朝食付

70,000円

2名、1泊朝食付昔話付

プラン③ご夫婦や友人で2名様向
けの宿泊プラン1泊2食付

90,000円

2名、1泊2食付昔話付

「遠野郷を語り部タクシーと。
」(観光タクシー1時間コース）

20,000円

4人乗り
1時間

たかむろ水光園宿泊どぶろく醸
造体験（ペア１泊２食）

70,000円

宿泊（1泊2食）2名1室後日、遠
野どぶろく「河童の舞」を1名
につき1本発送
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岩手県　遠野市

遠野物語を聞いてゆっくりお泊
り（ペア１泊２食）

100,000円

2名1室1泊2食+遠野物語語り部+
遠野どぶろく「河童の舞」2本
お土産

＜ウィメンズ＞ゴアテックスVS
ウィメンズパンツ

50,000円

・カラー：チャコール
・素材：50Dナイロンリップス
トップ、GORE-
TEXPRODUCT3レイヤー
・サイズ：S・M・L・XL

＜メンズ＞ゴアテックスVSメン
ズパンツ

50,000円

・カラー：チャコ－ル
・素材：50Dナイロンリップス
トップ、GORE-
TEXPRODUCT3レイヤー
・サイズ：M・L・XL

＜メンズビッグサイズ＞ゴアテ
ックスキングサイズレインパン
ツ

55,000円

・カラー：チャコール
・素材：50Dナイロンリップス
トップ、GORE-
TEXPRODUCT3レイヤー
・サイズ：BL(3Lウエスト/L股

＜メンズビッグサイズ＞ゴアテ
ックスリラックスレインパンツ

58,000円

・カラー：チャコール
・素材：50Dナイロンリップス
トップ、GORE-
TEXPRODUCT3レイヤー
・サイズ：F(ウエスト100～110

＜メンズ＞ゴアテックスVSレイ
ンジャケット

70,000円

・カラー：オリーブ、Pブルー
、レッド、イエロー
・素材：50Dナイロンリップス
トップ、GORE-
TEXPRODUCT3レイヤー

＜ウィメンズ＞ゴアテックスVS
レインジャケット

70,000円

・カラー：レッド、イエロー、
マゼンタ、Pブルー
・素材：50Dナイロンリップス
トップ、GORE-
TEXPRODUCT3レイヤー

＜メンズ＞ゴアテックスパック
ライトジャケット

70,000円

・カラー：ネイビー、ブラック
、モスグリーン、ブラウン
・素材：75Dポリエステル、GOR
E-TEXPACKLITEPRODUCTTECHNOLO
GY

＜ウィメンズ＞ゴアテックスパ
ックライトジャケット

75,000円

・カラー：マゼンタ
・素材：50Dナイロンリップス
トップ、GORE-
TEXPRODUCT3レイヤー
・サイズ：S・M・L・XL

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SARY195】

210,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：ステンレス、裏
蓋ステンレスとガラス
・ガラス材質：ボックス型ハー

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SARY201】

190,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：ステンレス、裏
蓋ステンレスとガラス
・ガラス材質：ボックス型ハー

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SARY203】

220,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：ステンレス、裏
蓋ステンレスとガラス
・ガラス材質：デュアルカーブ
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岩手県　遠野市

SEIKO腕時計セイコープロスペッ
クスメカニカル【SBDY095】

250,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：ステンレスベゼ
ル：セラミック・ガラス材質：
レンズつきサファイア

SEIKO腕時計セイコープロスペッ
クスメカニカル【SBDY099】

210,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：ステンレス
・ガラス材質：サファイア
・防水：日常生活用強化防水(2

SEIKO腕時計セイコープロスペッ
クスメカニカル【SBDY101】

210,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：ステンレス
・ガラス材質：サファイア
・防水：日常生活用強化防水(2

SEIKO腕時計セイコープロスペッ
クスメカニカル【SBDY103】

210,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：ステンレス
・ガラス材質：サファイア
・防水：日常生活用強化防水(2

SEIKO腕時計セイコープロスペッ
クスメカニカル【SBDY111】

230,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：ステンレス
・ガラス材質：サファイア
・防水：日常生活用強化防水(2

SEIKO腕時計セイコープロスペッ
クスメカニカル【SBDY113】

230,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：ステンレス
・ガラス材質：サファイア
・防水：日常生活用強化防水(2

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SRRY028】

180,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：ステンレススチ
ール、裏蓋シースルーハードレ
ックス

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SARY197】

190,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）								
		
・ケース材質：ステンレス、裏
蓋ステンレスとガラス				

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SARY193】

210,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）			
・ケース材質：ステンレス、裏
蓋ステンレスとガラス				
	

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SARY187】

220,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）			
・ケース材質：ステンレス、裏
蓋ステンレスとガラス				
		

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SARY191】

220,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）		
・ケース材質：ステンレス、裏
蓋ステンレスとガラス				
						

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SARY192】

220,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）					
・ケース材質：ステンレス、裏
蓋ステンレスとガラス				
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岩手県　遠野市

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SARX049】

380,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）		
・ケース材質：ステンレス裏蓋
サファイヤシースルーバック	
			

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SARW035】

450,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）			
・ケース材質：ステンレス、裏
蓋ステンレス,サファイヤガラ
ス	

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SARX055】

480,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：チタン、裏蓋シ
ースルーサファイア
・ガラス材質：サファイヤガラ

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SARX057】

480,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：純チタン(硬質
コーティング)、裏蓋純チタン
、サファイアガラス					

SEIKO腕時計セイコープレザージ
ュメカニカル【SARD011】

650,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）								
				
・ケース材質：ステンレス、裏
蓋ステンレスとガラス				

SEIKO腕時計2点セットB【SARY18
7,SARY203】

440,000円

＜SARY187＞
・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：ステンレス、裏
蓋ステンレスとガラス

SEIKO腕時計2点セットA【SBDY11
1,SBDY113】

450,000円

＜SBDY111,SBDY113＞
・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：ステンレス
・ガラス材質：サファイア

SEIKO腕時計3点セット【SBDY099
,SBDY101,SBDY103】

620,000円

＜SBDY099,SBDY101,SBDY103＞
・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：ステンレス
・ガラス材質：サファイア

SEIKO腕時計2点セットD【SARX05
5,SARX057】

960,000円

・駆動方式：メカニカル自動巻
（手巻つき）
・ケース材質：チタン、裏蓋シ
ースルーサファイア

藍染ストール

30,000円

藍染ストール1枚

草木染手織りストール

40,000円

草木染手織りストール1枚

木のゆうぐKiccoキッズチェアほ
ほえみわんこ

30,000円

キッズチェア（W220×D230×H3
20SH170）
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岩手県　遠野市

木のゆうぐKiccoキッズチェアす
まいるわんこ

30,000円

キッズチェア（W220×D230×H3
20SH170）

遠野民芸小箱

60,000円

サイズ220×170×85
金具南部鉄器（黒）

遠野民芸くず入れ

80,000円

サイズ215×215×280
桐材本うるし塗り
金具南部鉄器向鶴柄飾り金具（
黒）

遠野民芸小箪笥（三段）

130,000円

小箪笥（W300×D300×H320）

遠野民芸飾り棚

650,000円

600㎜×350㎜×840㎜

遠野民芸20手元箪笥

650,000円

600㎜×410㎜×750㎜

遠野民芸30階段箪笥

1,000,000円

850㎜×380㎜×850㎜

遠野民芸車箪笥

1,300,000円

960㎜×450㎜×950㎜

【曲り家千葉家世紀の大修理応
援限定】『豪農千葉家の家財と
暮らし』＆御当主手形

30,000円

・重要文化財千葉家住宅家財資
料調査報告書『豪農千葉家の家
財と暮らし』1冊
700gA4判オールカラー170ペー
ジ

【曲り家千葉家世紀の大修理応
援限定】曲り家千葉家御当主手
形（カード型）

10,000円

カード型１枚（サイズ幅86㎜×
高さ54㎜×厚0.5㎜）

【曲り家千葉家世紀の大修理応
援限定】曲り家千葉家御当主手
形（木製）

30,000円

手形（遠野産木材製）1枚（サ
イズ幅75㎜×高さ100㎜×厚7㎜
）

【曲り家千葉家世紀の大修理応
援限定】曲り家千葉家御当主手
形（木製プレミアム）

100,000円

手形（遠野産木材製）1枚（サ
イズ幅75㎜×高さ100㎜×厚7㎜
）
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